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祝日などによる資源物振替回収日

　午前８時30分までに出してください。回収は午後１時から順次行います。

【問合先】生活環境課☎内線2211

市ＮＰＯ登録制度・地域づくり団体活動補助金

　ボランティアグループ、ＮＰＯ法人の皆さ
んの活動を応援します。ＮＰＯに登録すると、
地域づくり団体活動補助金の申請ができるな
どのメリットがあります。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

■地域づくり団体活動補助金
【補　助】２分の１以内（最大10万円）
【申込・問合先】２月26日㈮までに
市民生活課コミュニティ推進係
☎内線2237

就学援助制度（新年度申請受付） 

　家庭の事情に応じて就学費用の一部を援助
します。毎年申請が必要で、収入額によって
は援助を受けられない場合があります（年度
途中で家庭の状況が変わった場合も申請が必
要）。詳しくは、ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
【申込・問合先】市内各小中学校または教育総
務課総務係☎49 - 7030

宇和島市地域とつながる商品券の使用期限

　使用期限が迫っています。期限が過ぎると
使用できませんので、早めに使用してくださ
い。
【使用期限】２月28日㈰
【問合先】宇和島市地域とつながる商品券事業
実行委員会（商工観光課内）☎49 - 7080

【古紙・缶・乾電池】

▼  ２月４日㈭：恵美須町２丁目、桜町、神田川
原１区、神田川原３区、妙典寺前３区、妙典
寺前４区、妙典寺前５区

▼  ２月22日㈪：住吉町１丁目、住吉町２丁目、
築地町１丁目、築地町２丁目、藤江１区、藤
江２区

【古紙・乾電池】

▼  ２月８日㈪：蒋淵校区

▼  ２月18日㈭：大小浜、蕨

▼  ２月22日㈪：坂下津１区
【缶】

▼  ２月９日㈫：蒋淵校区

令和３年度有料広告募集
▼  広報うわじま５月号～令和４年４月号：

　 ①最終面（カラー）②中面（１色）

▼  市ホームページ（４月１日～令和４年３月
31日）：③バナー広告

【掲載料（１枠／月）】①20,000②③10,000円
※ 申し込み枠数に応じた割引があります。②
は、紙面構成の見直しにより掲載料が変更
になる場合があります。

【申込・問合先】２月19日㈮までに
必要書類を市長公室シティセールス
推進係☎内線2407

まずは、相談
してください。



くらしの情報
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市政広報番組２月放送予定

【と　き】

▼  木曜日 午後６時～午前０時

▼金曜日 午前６時～午後５時
※ ＵＣＡＴニュース終了後に放送します。
【内　容】宇和島市スポーツ交流センターにつ
いて
【問合先】市長公室シティセールス推進係
☎内線2457

ＦＭがいや「空大樹のミュウジック☆タイム」

【と　き】第２・４日曜日 午後４時～、午後
８時～
【内　容】本市出身の演歌歌手・空大樹の音楽
＆トーク番組です。
【パーソナリティ】

▼  空 大樹 さん
【問合先】ＦＭがいや
☎49 - 1769  r-m@
gaiya769.jp、http://
www.gaiya769.jp/

障がい者の法定雇用率引き上げ 

　３月１日から、障がい者の法定雇用率が引
き上げになります。

▼   民間企業：2.3％

▼地方公共団体など：2.6％

▼県市町村の教育委員会：2.5％
【問合先】ハローワーク宇和島☎22 - 8609

国民年金保険料の口座振替

　口座振替には現金納付よりも割引額が大き
い、６ヵ月・１年・２年前納や毎月50円割引
きとなる早割制度があります。
　口座振替を希望する人は納付書または年金
手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、希望
の金融機関または年金事務所に申し込んでく
ださい。
※ ４月分からの口座振替による前納を希望す
る人は、２月末までに手続きが必要です。

【問合先】宇和島年金事務所☎22 - 5440
または市民生活課国民年金係☎内線2133

相続登記無料相談

　相続登記をはじめとして、遺言や遺産分割
協議など相続に関する相談を県下各司法書士
事務所で受け付けます（２月１日㈪～ 28日㈰
まで事前予約のみ無料）。
【相談例】

▼   登記名義人が亡くなった先代になっている

▼  パートナーに全財産を相続させたい

▼   相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割
協議が進まないなど

【問合先】愛媛県司法書士会☎089 - 941 -
8065  089 - 945 - 1914

石綿による疾病の労災補償制度

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働
者として石綿ばく露作業に従事していたこと
が原因であると認められた場合には、労災保
険に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法
に基づく特別遺族給付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常
に長い年月を経て発症することが大きな特徴
です。まずは気軽に相談してください。
【問合先】愛媛労働局労災補償課☎089 - 935
- 5206または宇和島労働基準監督署☎22 -
4655



おしらせ
本庁 ☎ 24 - 1111
吉田支所 ☎ 52 - 1111
三間支所 ☎ 58 - 3311
津島支所 ☎ 32 - 2721
宇和海支所 ☎ 62 - 0311

※ 詳しくは、各ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や変更になる場合があります。

カフェまんまる「歯科衛生士さんの講話」

　カフェまんまるは、認知症の人と家族の人、
地域の人が気軽に集う場所です。今月は、歯
科衛生士を招いて歯科教室を開催します。
【と　き】２月９日㈫ 午前10時～正午
【ところ】ダンススタジオ「STELLA（ステラ）」
（恵美須町商店街内）
【問合先】高齢者福祉課地域包括支援センター
☎内線3107

津島水道企業団 会計年度任用職員募集

▼  浄水場警備員（長野浄水場１人、嵐浄水場１
人）

【採用年月日】４月１日
【提出・問合先】津島水道企業団事務局
☎32 ｰ 4620

宇和島看護専門学校 第１回オープンキャンパス

【と　き】３月13日㈯ 午前９時30分～ 11時30分
【ところ】宇和島看護専門学校
【内　容】概要説明や看護技術の見学など
【対　象】県内に住み、看護学校への進学を考
えている高校生、社会人（30人）
※付き添いは１人まで。
【申込・問合先】２月26日㈮までに宇和島看護
専門学校☎22 - 6611  22 - 1588

宇和島市会計年度任用職員募集

　令和３年度会計年度任用職員を募集します。
募集案内は２月１日㈪に市ホームページおよ
びハローワークにて公開予定です。
【採用年月日】４月１日
【提出・問合先】総務課人事係☎49 ｰ 7007

県立松山東高等学校通信制課程 前期生徒募集

【出願期間（必着）】

▼  新入学（１次）、編入学：２月16日㈫～３月９日㈫

▼ 新入学（２次）：３月19日㈮～４月１日㈭

▼ 転入学：３月15日㈪～ 19日㈮
※ ２月２日㈫・14日㈰・21日㈰、３月25日㈭に
説明会を行い、本人に願書を直接渡します。

【申込・問合先】県立松山東高等学校通信制課
程☎089 ｰ 945 ｰ 0131

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験

【と　き】２月17日㈬ 午前11時～
【内　容】市内全域の防災ラジオ、屋外防災放
送設備から試験放送を実施
【定期試験放送】

▼  火災試験放送：毎月第１月曜日 午前11時ごろ

▼ Ｊアラート試験放送：毎月第４水曜日 午後
２時55分ごろ

【問合先】危機管理課☎内線2472

えひめ結婚支援センターボランティア推進員募集

　出会いイベントで、参加者の交際フォロー
などを行うボランティア推進員を募集します。

▼ 南予地区個別説明会
【と　き】２月20日㈯ 午後１時～４時
【ところ】中央公民館
【申込・問合先】２月12日㈮までにえ
ひめ結婚支援センター（（一社）愛媛県
法人会連合会内）☎089 ｰ 933 ｰ 5596
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愛work Challenge！「対面＋オンライン
会社説明会ＷＥＥＫ」 ＜無料＞

　地元の優良企業48社が参加します。
【と　き】３月16日㈫～ 19日㈮ 午前10時～午
後３時40分
【ところ】松山市総合コミュニティセンター（松
山市湊町）またはオンライン
【問合先】ジョブカフェ愛
work☎089 ｰ 913 ｰ 8686

うわじま学校自慢ＣＭ大賞公開審査会 ＜無料＞

　市内13の小・中学校の自慢を３分以内に収
めたＣＭ作品を審査し、大賞などを決定しま
す。応募作品は後日、宇和島ケーブルテレビ
で放映されます。
【と　き】２月20日㈯ 午後１時30分～
【ところ】南予文化会館
【問合先】企画情報課地方創生係☎49 ｰ 7105

マイナンバーカードの休日交付

【と　き】２月20日㈯・28日㈰ 午後１時～５時
【ところ】市役所 市民生活課
※ 各支所が交付場所でも、受け取り希望日の
２日前（閉庁日を除く）までに連絡すると市
民生活課で受け取れます。

■住民票、印鑑登録証明書をコンビニなどで取得
　住民票の写しや印鑑登録証明書を市役所窓
口よりも50円安く受け取れます（マイナンバー
カードとカード作成時に設定した４桁の暗証
番号が必要）。
【手数料】250円／通
【利用時間】

▼ セブンイレブン、ファミリーマート、ロー
ソン：午前６時30分～午後11時

▼  フジ宇和島店、三浦郵便局：店舗営業時間

＜共　通＞
【問合先】市民生活課☎49 ｰ 7075または各支
所市民保険係

消防出初式

【と　き】２月28日㈰ 午前９時～正午
【ところ】総合体育館 駐車場（荒天時：中止）
【内　容】消防団員によるポンプ操法、県消防
防災ヘリと消防救助隊などによる公開訓練など
※ 当日午前中は、総合体育館全館（駐車場含む）
が使用禁止になります。検温などの新型コ
ロナウイルス感染症予防対策も実施します。

【問合先】危機管理課☎49 ｰ 7006

第２回ふれあい交流会

　本格的なイタリアンを楽しみながら素敵な
出会いがあるかも…。
【と　き】２月28日㈰ 午後７時～９時30分
【ところ】Piccola Isola（ピッコラ イソラ）
【対　象】25 ～ 40歳の独身男女各10人程度
【料　金】男性3,000円、女性2,000円
【申込・問合先】２月20日㈯までに
うわじまＭＩセンター☎22 - 2117

うわじまファミリー・サポート・センター

　うわじまファミリー・サポート・センターで
は、子育てのお手伝いをしています。運営には、
多くの人の協力が必要です。活動を通して地
域の子育て支援に協力をお願いします。
【内　容】休校日や保護者の病気・外出の場合
の預かりや保育所・放課後児童クラブ・習い事
への送迎など
【報　酬】600 ～ 700円／時間

■サポート会員説明会・養成講習会
 ＜無料＞

【と　き】２月16日㈫ 午後１時30分～４時
【ところ】子育て世代活動支援センター（パフィ
オうわじま内）
【対　象】市内に住む20歳以
上で子育てを手伝いたい人
【申込・問合先】
２月12日㈮までにファミ・
サポうわじま（福祉課内）
☎49 - 7054

説明会のみ

の参加も可

申込は
こちら
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